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画期的な中高等学校
４つの学習強化をベースにしたカリキュラム



ローヴィル中高等学校は唯一４つの学習強化プログラム

を備えた優れた学校です。プログラムは子供たちの才能

と情熱に焦点をあてています。生徒達が好きで本当にや

りたい事を学習する機会を設け、学校に通学し学び成長

することが好きな生徒を養成することが当校の理念で

す。ローヴィル中高等学校での生活をこの入学案内書で

ご紹介いたします。

• 校長からのメッセージ

• 学校の理念

• ４つの学習強化をベースにしたプログラム

• 読み書きと数学の基礎知識

• 全ての生徒に与えられた機会

• 広範囲に渡るパスウェイ（生徒の進路に合った学習）

• ハウスシステム

• キャンパス間の共有施設

詳細
学校に関する情報、又入学に関する詳細は 9755 4555 までご
連絡下さい。又当校のホームページ rowvillesc.vic.edu.au では
詳しい情報を掲載しています

ローヴィル中高等学校のご案内



学校について

ローヴィル中高等学校は治安の良いメルボルンの東部にあり、ダンデノン

丘陵国立公園の近くにあります。学校は東校舎と西校舎の2つのキャンパ

スに分かれています。学校はRGE、RMSA、RIA、RSAの４つのプログラムを

設け、全校生徒に幅広い学習の機会とチャレンジを与えています。

当校は学業、生徒の福利、規律に優れています。50科目に渡る幅広いビク

トリア州教育課程証明(VCE)、及びビクトリア州職業訓練(VET)、実践的な

経験や「雇用される」ための技術を得る為の（VCAL）の科目を履修するこ

とができます。又、ユニークな専門的知識を習得する為の数学と科学、ス

ポーツ、アートのプログラムも設けています。この４つのパスウェイ等で

全ての生徒に適した能力を伸ばすことが可能です。

地域の環境

• ダンデノン丘陵国立公園に隣接し、広大なスペースを有し、自然に恵 

 まれた環境。

• ローカルバス、２つのスマートバスサービスが利用でき、近辺に3つの 

 電車の駅があります。

• ショッピングセンター、映画館、インターナショナルレストラン、食 

 品店が近くにあります。
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学校の所在地
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本当の自
分とは



私はローヴィル中高等学校の校長として、保護者やコミュニティの

皆さんの子供たちに対する要望を聞く沢山の時間を持ちました。急

速に変化する世の中において確かなメッセージがありました。生徒

のご家族の皆さんは生徒たちに社会に出て活躍する為に必要な技術

を身に着け、コミュニティに肯定的に貢献し、ハッピーで自信に満

ちた人になる、ということを望んでいました。

ローヴィル中高等学校では、全校生徒皆にまんべんなく注意を払

い、将来に出会うチャレンジに立ち向かっていく自信のある学習者

になる為、又社会的、情緒的な健全さを身に着けるような教育を施

しています。

これこそが、各生徒の才能に重点を置く４つのプログラムを設けて

いる所以です。ローヴィル優秀プログラム、ローヴィル数学・科学

アカデミー、ローヴィルアート学科、ローヴィル・スポーツ・アカ

デミーの４つの異なったプログラムです。この４つのプログラムで

は生徒の秀でた点、才能、又情熱に合わせたカリキュラムを設けて

います。

生徒が科学、スポーツ、人文科学、アート、ダンス、ドラマ、書く

こと、メディア、読書、数学、ロボット工学、テクノロジー、ICT、

料理、音楽、又は全ての学科が好きである場合など、生徒一人一

人の興味に合った広い範囲に渡るプログラムと科目を提供していま

す。又、学校は高学年の生徒にVCE、VCAL、VET、SBATの幅広いパス

ウェイを設けています。2017年当校のトップクラスの生徒のATARの

スコアは99.50と98.25で、我々はこれを非常に誇りに思っておりま

す。当校の生徒と学校のコミュニティが成し遂げた素晴らしい成果

です。

現在はローヴィル中高等学校に入学する最良の時であり、当校は皆

さんの家族がこの優れた学校で学ばれることを願っております。

Ms. Julie Kennedy
ジュリー・ケネディ

校長

校長のメッセージ
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価値観

尊敬 
自分が人にしてもらいたい 
事を人にすること

責任 
責任を持つ勇気を養う

優秀さ 
常にベストを尽 
くす

コミュニティ
皆で一緒に参 
加すること

ビジョン
「我々はローヴィル中高等学校の卒業生が自信に満ち、ハッピーで、変動

する世界で成功し、活躍できる人材になって巣立っていくことを目指して

います。」

学校の理念

優秀な 
生徒

卓越した教育
の提供者

保護者と
地域の良き
パートナー

優れた
学校と職場

素晴らしい
学びの経験
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ローヴィル優秀プログラムは、アート、ス

ポーツ、数学、科学、言語、文学、テクノ

ロジー、人文科学の幅広い分野を学ぶ事に

興味のある生徒達に授業、課外活動共に幅

広い高度でアカデミックなプログラムを提

供しています。。

ローヴィル数学・科学アカデミーは統合

的、実践的なSTEMカリキュラム（科学、テ

クノロジー、エンジニアリング、数学）を

通し、生徒の学力の向上を目指し、革新的

な思考を促進します。

ローヴィルアート学科ではフルタイムの学
業、及びアートのプログラムで、芸術的な才
能のあるアーチストが選択できるプログラム
です。世界でも一番のカリキュラムでダン
ス、演劇、メディア、音楽そしてビジュアル
アートの５つの専門的なアートの部門を設け

ています。

ローヴィルスポーツアカデミーはフルタイ
ムの統合されたアカデミック、及びスポー
ツのプログラムで、フットボール（サッカ
ー）、バスケットボール、ゴルフ、オース
トラリアンフットボール、バレーボール、
テニス、クリケットとネットボールのスポ

ーツを学ぶことができます。

学習の強化をベースとした４つのプログラム

7rowvillesc.vic.edu.au



読み書き能力と数学の基礎知識

…..優れた教育のスタート地点

ACE のチームモデルは特に7年生と8年生 
の英語と数学の学力の向上を目指す 
ユニークで啓発的なアプローチを 
取り入れています

ACE は加速 (accelerate)、挑戦 
(challenge)、と伸展 (extend) 
の略語です。生徒はこの３つのグ 
ループの中で自らの学習に一番適 
したグループに所属します。プログ 
ラムは各生徒の学習の向上を最大 
限に促すようにデザインされています。

ACEについて

各ユニットの学習を始める前に教師は 

生徒の学力と知識、理解度をテストし、 

各ユニットで要求されるレベルに達して 

いるか調べます。（標準、標準より上、 

又は下のレベル）その後クラスを３つ 

の異なるグループに分け、スター 

ト時の生徒の学力に合わせた特別 

な授業を行います。全てのグル 

ープで生徒は自分のベストを尽 

くし（当校の価値の一つ） 

学力の向上を目標にします。

「生徒、保護者の方々、教師から 

生徒の学習に及ぼすACEモデルのポ 

ジティブな影響に関しフィードバック 

を頂き、大変嬉しく思っております。生

徒は各自の学習の必要性に応じた指導が

受けられ、教師は各生徒の学習データを

使って異なった学習指導を行い展開する

ことができると感じ、保護者の方々から

は子供たちが学習に対する自信が向上し

たという報告を受けています 

Julie Kennedy, 

校長
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当校の楽器プログラムでは全ての生徒
に質の高い音楽教育を施しています。
様々な楽器や声楽の授業を設け、各生
徒がソロ及びアンサンブルの学習を進
め、生徒が自己のベストを達成できる
ように励まし、又やる気を起こさせる
ような指導を行っています。

学校のプロダクションは学校行事の中
でも主なハイライトです。プロダクシ
ョンには全学年の全てのプログラムを
履修する生徒達が参加でき、ミュージ
カルの全編が披露されます。毎年8月に
2000人あまりの観客の前で、約80人か
ら100人の生徒がミュージカルに出演し
質の高い演技を達成できるように励み
ます。

7年生と8年生のキャンプを始め、9年生
の都市体験ツアー、10年生のセントラ
ルオーストラリアの旅、日本とイタリ
アへのツアー等、キャンプと海外旅行
のプログラムがあります。

学校間の対抗試合は、全てのプログ
ラムに属する生徒が参加することが出
来、クリケット、野球、テニス、アス
レチック、水泳、バドミントン、卓球
等あらゆるタイプのスポーツで学校を

代表して参加する機会があります。

KIOSCはスィンバーン大学のウォンタ 
ーナキャンパスと提携しているハイテ 

ックな学習センターです。KIOSCでは
学生は持続可能な環境維持と新しいテ
クノロジーを学びます。

全ての生徒にチャンスを与える
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パスウェイの種類

当校は学習の強化をベースとする学校理念を掲げ、社会人になる準備と
して幅広いパスウェイをサポートしております。11年生と12年生が履修
できるパスウェイは以下の通りとなります。

VCE: ビクトリア州教育課程証明

VET: ビクトリア州職業訓練

SBAT: 学校をベースにした見習い制度と職業訓練

VCAL: ビクトリア州実践的な経験や「雇用される」ための技術を得るコース

スペシャリスト・プログラムを履修している学生は履修できるパスウェイに限りがあります。

全ての高学年の学生はパスウェイの 
選択にあたって、各生徒の強み、タ 
レント、情熱をサポートする「パス 
ウェイの管理」とコースに関する 
カウンセリングを受けることがで 
きます。
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• 全ての学生は8年生から12年生の「学習メンターグループ」、 
 ハウスと学部長に所属しています。

• 学習メンターグループは異なったプログラムの生徒達から成っ 
 ています。

• 当校には４つのハウスがあります。Aston、Stynes、Mabo、 
 Walton です。

• 学生は毎朝異なったテーマの学習メンターセッションに参加し 
 ます。
• 7年生は専用の学習メンターグループに所属し、中等教育に移 
 行する助けを受けます。

ハウス・システム

当校は生 

徒が 敬愛する教師と 

強い関係を築くことで

最大限に学習の効果をあ 

げられることを

信じています。

私達は強い

学生、教師、そして 

家族の パートナーシッ

プが学生を成長させる手

助けとなる事を信じてい

ます。

当校は学習メン 

ターセッションのテーマを

以下のように掲げています。

月曜日は意識的に 行動の火曜

日 水曜日はワンダフル

木曜日は熟考の日

交友関係の金曜日

私達は

好奇心とパワフルな

学習者は打たれ強い

ことと向上心が必要だ

と信じます。
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キャンパスの施設

プール
•

ローヴィル・パフォーミング・アー
ト・センター

•
ローヴィルスポーツ競技場 

•
各キャンパスのリソースセンター

•
各キャンパスの食堂
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留学生プログラム

ローヴィル中高等学校を選ぶ理由 

• 全ての生徒に適したユニークな４つのプログラム、ローヴィル一般優 
 秀プログラム(RGE)、ローヴィル数学・科学アカデミー (RMSA)、 
 ローヴィルアートプログラム(RIA)、ローヴィルスポーツアカデミー 
 (RSA)

• 600 席のシアター、インドア・スイミングプール、学習センター、沢 
 山のコートのあるスポーツスタジアム、ジムとカフェ、サッカー競技 
 場、その他の優れた施設

• モナシュ大学に近接し、スィンバーン大学とモナシュ大学と中高等教 
 育、大学のプログラムの提携を組んでいる

• 90% が地域のオーストラリア人の生徒で、留学生が英語を学ぶ為の良 
 い環境にある

• 当校では全ての学生の必要に応える施設を備えている

留学生のサポート

• 7年生から12年生を通じ英語が母国語以外の生徒のプログラム、少人数の 
	 サポートクラス

• 福利厚生教師、ソーシャルワーカー及び教育サイコロジスト

• キャリアとパスウェイリソースセンター

• ゴール設定、コースカウンセリング、職業体験等を含む自己啓発のプログラム

• リーダーシップの機会、仲間サポート及びバディ（友達）プログラム

• 留学生の学習と生活をサポートするホームスティ

課外活動

• ビクトリア州、セントラルオーストラリア、タスマニアへのキャンプとツアー

• イタリア、マレーシア、日本へインターナショナル・スタディ・ツアー

• アジア、アフリカ、中央アメリカでの世界チャレンジ活動

• 音楽、ダンスとドラマ、演劇のクラス、州レベルでのパフォーマンスとコンテスト

• 地域、州、国家レベルのスポーツ、インターナショナルツアー
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「私はローヴィル中高等学校で素晴らしい時を過ごしました。沢

山の友人たちと知り合い、西洋社会での学習方法を体験しまし

た。学びの中でどのように質問をしたらよいか、又教師とクラス

メートとどのように話し合いをするかということを学べた事が一

番大きな収穫でした。誰とも自由に自信を持って話すことを身に

着けることができました。その他、素晴らしい思い出に残ってい

るのは学校のフォーマルやセレブレーションデイなどの行事に参

加する機会があったことです。こうした行事はとても楽しい出来

事でした。学生が強い交友関係を築き、より多くの友人に会う機

会を与えてくれました。」

     - Cao Yiranはモナシュ大学で学習さ 

       れた後、薬剤師としてメルボルン 

         の薬局に勤務しています。

サクセス・ストーリー
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その他留学生の進学先：エンジニアリング（メルボルン大

学、RMIT）、商業・会計（メルボルン大学、ディーキン大学、

スィンバーン大学）、科学（モナシュ、メルボルン大学）、又、

スポーツマネージメント（グリフィン）、又VCEを終了した後に

USA（ボストンカレッジオブアート）等、他の州、海外で学んだ

留学生もいます。

秋山ゆきさんは2004年に最初の留学生として日本からローヴィル

中高等学校に留学し、当校を卒業しました。

2006年 12年生のプログラム終了後、由紀さんはニューヨークに留

学、その後ボストンに渡りフィルムとテレビを専攻し、学位を修

めました。その間にもビジュアルアートの情熱は変わりませんで

した。

 

ゆきさんは主にメルボルンのホワイトナイトのような3Dの投影を

専門にUSAと日本で活躍しています。2016年5月12日にローヴィ

ル中高等学校を訪れ、過去10年間何も変わっていないキャンパス

をツアーし、11年生のEALの学生に10年生から12年生の留学生と

して、どのように学習を管理したか彼女の経験に関して講演を行

いました。又過去の教師たちと校長のチームのメンバーと再会し

ました。

 

ゆきさんはローヴィルが現在の成功への道を開いてくれアートと

歴史の興味を追及するように励ましてくれたと、学校に対しての

好印象を語ってくれました。

「学校全体をハグしたいと思っています。」と彼女は語りまし

た。



オーストラリア、ビクトリア州の公立学校
全ての生徒に幅広い機会を提供

ユニークな4つのプログラム

住所：Paratea Drive, Rowville, VIC 3178 (西校舎)

Humphreys Way, Rowville, VIC 3178 (東校舎)

校長：Julie Kennedy      電話番号：03 9755 4555

留学生プログラム：Ms Hongxia Wei  直通番号：+61 0475 875 650

Eメール：wei.hongxia.h@edumail.vic.gov.au

ホームページ：www.rowvillesc.vic.edu.au

学生課：1750     留学生課：20

• ローヴィル優秀プログラム(RGE)

• ローヴィルアート学科(RIA)

• ローヴィル数学と科学アカデミー(RMSA)

• ローヴィルスポーツアカデミー(RSA)

facebook.com/RowvilleSC
フェイスブック

instagram.com/rowvillesc
インスタグラム

twitter.com/RowvilleSC
ツィッター

CRICOS Provider Code: 
00861K

CRICOS Provider Code: 00861Krovider 
Code: 00861


